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NO.7    第 3204 例会    ２０２０年   ８月  ２６日     天候 晴れ     

    

ロータリーソング「手に手つないで」 

「四つのテスト」 大山 卓司 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

 ビジター： 市川 洋 様 

  （2020-21 年度国際ロータリー2780 地区 

   第 3 グループガバナー補佐/ふじさわ湘南 RC) 

 

≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫    

  山本 竹範 会員  (推薦会員：川上 彰久会員) 

    横浜銀行藤沢中央支店 支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    

（   ）内は計算に用いた会員数 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

８月５日 ４４（４３）名 ２５名 １８名 ５８．１４％ １名 ２６名 ６０．０５％ 

８月２６日 ４４(４３)名 ２８名 １５名 ６５．１２％ 

   

2020-2021 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 

2020-2021 年度 
RI テーマ 
 
 
 
第 2780 地区 

ガバナー   久保田 英男 

第 3 グループガバナー補佐 市川 洋 



≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

    ・手の平で測る体温計を椋梨先生がお持ちください

ました。ありがとうございます。皆様、会場に入

られましたら、毎回、検温をお願い致します。 

  使い捨てのマイクカバーも椋梨先生から、いただ

きました。ありがとうございます。 

 ・本日は、第 3グループガバナー補佐の市川様にお

越しいただいております。2 週間後のガバナー公

式訪問に向けてのお話をしていただきます。 

  よろしくお願い致します。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・市川ガバナー補佐、ようこそお越しくださいまし

た。よろしくお願い致します。 

 ・本日、2020-21 年度クラブ委員会活動計画書の製

本版を配布いたしました。1 部づつお持ちくださ

い。 

    

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日 8 月 29 日 児玉 聡 会員 

        8 月 31 日 鈴木 隆一 会員 

                                8 月 31 日 新堀 きよみ 会員 

 

 

    

わかり辛いですが、新堀会員も Zoom でお祝いです 

お祝いは、後日お届けいたしました。 

 

    結婚記念日 8月 27 日 大貫 美則 会員 

 

 

≪≪≪≪2019201920192019----20202020 年度皆出席者の表彰年度皆出席者の表彰年度皆出席者の表彰年度皆出席者の表彰≫≫≫≫    

木島 英夫   会員   ４7 年 

瀧澤 秀俊   会員    4 年 

和田 庄治   会員   １7 年 

椋梨 兼彰   会員    7 年 

大野木 加代子 会員    5 年 

藤田 浩二   会員    1 年 

大小原 徹   会員    2 年 

野口 捷代   会員    2 年 

吉野 貴美   会員    1 年 

廣島 純    会員    2 年 

 

司会の小澤 SAA より朝顔のお話が 

ありました 



 

 

代表して、47回皆出席の木島先生にご挨拶をいただき

ました。 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 市川 洋 様 

（第 3グループガバナー補佐/ふじさわ湘南 RC） 

  本年度 G 補佐の市川です。少しでもお役に立てる 

  よう頑張ります。 

 よろしくお願い致します。 

 野口 捷代 会長 

  毎日猛暑が続いていますが、お体を大切にしてく 

ださい 

本日は市川ガバナー補佐、お忙しいところ、ご来 

会、ありがとうございます。 

 木島 英夫 会員 

  47 回目の皆出席表彰をいただきました。 

 田中 正明 会員 

  市川ガバナー補佐さん、本日は当クラブへようこ   

  そ。今年度のロータリー活動の発展をお祈りして   

  おります。 

  

和田 庄治 会員 

  市川ガバナー補佐、ようこそ藤沢ロータリーに 

 椋梨 兼彰 会員 

  市川ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致しま 

す。 

本日、皆出席ありがとうございました。 

  ちなみに本日のリングは「さばのトマト煮」です。 

  川上 彰久 会員 

   市川 AGよろしくお願いします。 

   山本支店長、本日よりよろしくお願いします。 

   いじめないで下さい。 

  吉川 栄紀 会員 

   市川さま、本日はありがとうございます。 

   よろしくお願い致します。 

  児玉 聡 会員 

   誕生祝い、ありがとうございます。 

  小河 静雄 会員 

   市川ガバナー補佐、ようこそ藤沢ロータリーク 

ラブへお越し頂きました。 

本日はよろしくお願い致します。 

  鈴木 隆一 会員 

   誕生日のお祝いありがとうございます。 

  大貫 美則 会員 

   結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

  鈴木 大次 会員 

   市川ガバナー補佐、本日はありがとうございま

す。宜しくお願い致します。 

  

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  鈴木 隆一 会員 

 

コロナ禍で生活様式が変わっております。 

冠婚葬祭も変化しています。事業所の結婚式も延期に

なったり、家族だけで行ったりです。多い時で、年間



7 組の結婚式に出席しました。お祝いだけでも大変で

す。また役職上、主賓としてご招待していただき、ご

挨拶の機会があります。男性職員でしたら、日頃から

話すことでなんとなくわかるのですが、女性職員とな

ると朝夕の挨拶くらいしか顔を合わさないので、スピ

ーチに苦労します。色々調べて、ひとつ詩集を見つけ

ました。皆様のアイテムになればと思い、結婚式風に

ご紹介させていただきます。（野口会長と小河幹事を

新郎新婦役にしてご披露いただきました） 

新郎 小河さん  新婦 捷代さんに詩を贈ります。 

 

二人が睦まじくいるためには 

愚かでいるほうがいい 

立派すぎないほうがいい 

立派すぎることは 

長持ちしないことだと気付いているほうがいい 

完璧をめざさないほうがいい 

完璧なんて不自然なことだと 

うそぶいているほうがいい 

二人のうちどちらかが 

ふざけているほうがいい 

ずっこけているほうがいい 

互いに非難することがあっても 

非難できる資格が自分にあったかどうか 

あとで 

疑わしくなるほうがいい 

正しいことを言うときは 

少しひかえめにするほうがいい 

正しいことを言うときは 

相手を傷つけやすいものだと 

気付いているほうがいい 

立派でありたいとか 

正しくありたいとかいう 

無理な緊張には 

色目を使わず 

ゆったり ゆたかに 

光を浴びているほうがいい 

健康で 風に吹かれながら 

生きていることのなつかしさに 

ふと 胸が熱くなる 

そんな日があってもいい 

そして 

なぜ胸が熱くなるのか 

黙っていても 

二人にはわかるのであってほしい 

              祝婚歌  吉野 弘 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

 ガバナー補佐訪問ガバナー補佐訪問ガバナー補佐訪問ガバナー補佐訪問    

    2020202020202020----21212121 年度国際ロータリー年度国際ロータリー年度国際ロータリー年度国際ロータリー2780278027802780 地区地区地区地区    

    第第第第 3333 グループガバナー補佐グループガバナー補佐グループガバナー補佐グループガバナー補佐    

    市川市川市川市川    洋洋洋洋    様（ふじさわ湘南様（ふじさわ湘南様（ふじさわ湘南様（ふじさわ湘南 RCRCRCRC））））    

 

 

自己紹介用してくださいました 

 

 

ガバナー公式訪問を前にガバナーの方針、地区の目標

等をお話下さいました。 

 



 

似顔絵は、久保田ガバナーの自画像 

 

ドイツから初めての RI会長 

鼻眼鏡がトレードマーク！ベーカリーと不動産業を

経営しています。 

 

久保田ガバナー、昨年よりガバナーとしての活動のた

め、準備をしてくださいましたが、コロナ禍でいくつ

もの行事が中止、縮小となっています。しかしながら、 

このような状況だからこそ出来ることがみつかるの

ではないかとお考えです。いくつも新しい活動が始ま

っていて、E クラブの他に、facebook を使ったロータ

リーの活動という動きもあります。これまでの発想で

は、考えられないような事が始まっています。 

 

久保田ガバナーは大変お若いガバナーですが、ロー他

アクトご出身で、ロータリー歴は長い方です。 

 

地区 HP です。2780 地区の最新情報がみられます。 

 

久保田ガバナーが立てられた地区の目標を説明しま

す。①、RI 会長のテーマ、ビジョン声明、戦略的優先

事項、中核的価値観を会員個人が自分の中で理解して

いだきたいです。今後、長期に渡りどのようなクラブ

を目指すのか、指針を立てていただきたいです。 



 

賞を取るのが目的ではなく、クラブ内で目標目的を共

有してください。 

 

各クラブ何名という目標ではなく、入会者ご本人とク

ラブの為になる方の入会を目指してください。よい仲

間を増やしましょう。 

 

残念ながら、本年度はの青少年事業はほとんどが中止

となっております。来年以降の再開を目指しますが、 

今後、どのようにしていったらよいかを含め、今年度

は、考えアイデアを出していただきたいと思います。 

 

長期の指針をクラブ協議会などで話し合い、推進して

いただきたい。 

 

 

ロータリー財団、米山奨学会の活動を理解していただ

き、寄付をお願いしたい。 

また、ポリオ募金に関してもお願い致します。コロナ

禍にあって、困難なことが多くありますが、ポリオも

ロータリーの命題の一つです。第 3 グループでは市民

祭りでチラシや風船を配り、理解を深めていただき、

寄付を募っていましたが、今年度は市民祭りやイベン

トができない状態です。今年度どのようにするのか、 



第3グループの会長幹事会で決めていっていただきた

いと思います。毎年 10月 24 日が、「世界ポリオデー」

と定められております。この日に何かできないか、ア

イデアをお寄せください。 

 

昨年の杉岡ガバナーが第一に掲げられた「1クラブ 1

プロジェクト」を、今年度も引き続きお願い致します。 

2780 地区 66 クラブでできているところが余り多くあ

りません。藤沢ロータリークラブの奉仕プロジェクト

を更にブラッシュアップして、今後に繋げていってい

ただきたいと思います。また、この活動をいろいろな

クラブに教えてあげていただきたと思います。その方

法の一つが、My ROTARY のショウケースです。各クラ

ブの事業報告を挙げていただくと世界中のロータリ

アンに知ってもらえます。また、そこから他クラブの

情報を抽出していただき、今後の活動のヒントを得て

いただけたらと考えます。 

今年度の国際大会は、台北で開催予定です。開催する

かは、10月以降に決定されます。ぜひ参加をお願い致

します。 

引き続き、第 3 グループの活動についてお話します。 

かつて第 3グループ当時 7 クラブで、湘南マラソンの 

お手伝いをしておりましたが、10年ほど前からそれに

代わる第 3グループの事業として、ロータリーウォー

クを6回開催してきました。昨年度はコロナの影響で、 

中止となってしまいました。代わりの共同事業として、

藤沢市民病院に医療用マスクや防護服を寄贈すると

いう事になりました。では、今年度はどうするかとい

う事で、会長幹事会、紛糾しております。やりたいク

ラブ、やらないというクラブ、半々です。9月 8日の

会長幹事会で決定します。今年度の 3月の開催は難し

いとなった場合、第 3グループとしての代替え案、ま

た今後 9 のクラブがひとつになり、会員皆が関心を持

ち、公共イメージにつながり、市民の健康や、教育に

つながるようなものであったらと思います。提案がご

ざいましたら、お寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 


